
TEL:03-3947-2418  FAX:03-3947-9416
http://www.takushoku-u.ac.jp

イスラーム
研究所

イスラーム研究所
Shariah Research Institute

Access  ●交通アクセス●

イスラーム研究所



イスラーム研究所 イスラーム研究所Shariah Research Institute
今日の国際社会にあって、イスラーム国は50ヶ国余あり、

ムスリムは13億人と世界総人口の約20％を占めている。

またイスラーム諸国は石油に恵まれ世界石油埋蔵量の約

70％を占めるなど、国際社会の色々な分野において大き

な影響を及ぼす存在になっている。

「イスラーム研究所」はイスラーム世界における政治経済・

文化・社会などを、これらの根底にあるシャリーア（イス

ラーム法）研究に重点を置き、総合的に研究・調査を行い、

その成果を広く社会に還元していくことをめざして

2007年４月に設立された。

（１）研究活動
イスラーム諸般の研究はもとより、シャリーアの理論的解

釈普及の為にシャリーアの古典教本の翻訳、研究を行う。

また、イスラーム社会におけるシャリーアの実態を知るた

めの一手段として、民衆からの質問にイスラーム法学者が

与えているイスラーム法的見解（ファトワー）を調査、研究

の対象とする。さらに、イスラーム社会における政治、社会、

経済的現象のシャリーア的見解を追究する。

（２）研究成果の発表
当研究所主催の講演会、セミナー、シンポジウムにて研究

成果が報告される。研究状況は季刊誌のニューズレターに

て報告され、その研究成果は年報として刊行される。

（３）シャリーア専門委員会
シャリーア専門委員会はイスラーム研究所内の常設機関

である。その構成員は、イスラーム諸国で認知された経歴

や業績を持つシャリーア専門家達である。委員会は本研究

所のシャリーア事案現業部門の役割を担う。

業務として、本邦企業の求めに応じ、シャリーア関連業務

を実施する。またシャリーア事案に関する意見表明、イス

ラーム諸国からの留学生の訓練、生活指導、海外シャリー

ア関係機関や団体との交流・人材交流等の活動をする。

（４）関係ある主なイスラーム機関
アズハル大学（エジプト・カイロ）
カイロ大学（エジプト・カイロ）
イマーム大学（サウディアラビア・リヤード）
ウンムルクラー大学（サウディアラビア・マッカ）
イスラーム大学（サウディアラビア・マディーナ）
カタール大学（カタール・ドーハ）
イスラーム大学（マレーシア・クアラルンプール）
イスラーム世界連盟（サウディアラビア・マッカ）
世界ハラール食品協議会（インドネシア・ジャカルタ）
アブドルアジーズ国王図書館（サウディアラビア・リヤード）
アラブ・イスラーム学院（東京・元麻布）
（宗）日本ムスリム協会（東京・渋谷）

Today, there are over 50 Islamic nations in the world, 
and the Muslim population of 1.3 billion accounts for as 
much as 20 percent of the world population. What is 
more, Islamic nations possess over 70 percent of the 
world’s petroleum. Their position has a direct influence 
the international community in various ways.
“Shariah Research Institute (SRI)” was established in 
April 2007 for the purpose of conducting 
comprehensive research on the politics, economy, 
culture and society of the Islamic world.  The Shariah 
(Islamic law) is the basis of these factors in the Islamic 
world, and thus, SRI conducts its research mainly 
through the study of the Shariah.  SRI aims to 
disseminate knowledge gained from its research to the 
public.

(1) Research Activities
In addition to broaden Islamic studies, SRI will translate 
and research classic texts of Shariah in order to 
promote theoretical interpretation of the Shariah. Also 
on the SRI’s agenda is study of fatwa (fomal legal 
opinions made on the basis of Islamic law), which will 
help understand how the Shariah actually functions in 
the Islamic world. Furthermore, SRI will pursue 
Shariah-based understanding of polities, society, and 
economic issues in the Islamic world.

(2) Presentation of research results
SRI will hold lectures, seminars and symposiums to 
present the outcome of its researches. Progress of 
undergoing research is reported in SRI newsletters,  
and the results are published as annual reports.

(3) Shariah Committee
The Shariah Committee is a permanent organ of SRI. Its 
members are specialists of Shariah, whose 
qualifications are acknowledged in Islamic nations. As 
the SRI’s operative section, the Committee will carry 
out Shariah-related projects upon requests from 
corporations in Japan. It will also present its view on 
Shariah-related matter, provide Muslim students in 
Japan with necessary training and guidance, and 
promote exchange of ideas and personnel between 
SRI and other Shariah-related institutions.

(4) The Islamic institutions SRI has 
already been

affiliated with or seeks to form an affiliation with are as 
follows:
Al-Azhar University (Cairo, Egypt)
Cairo University (Cairo, Egypt)
Imam Muhammad bin Saud Islamic University 
(Riyadh, Saudi Arabia)
King Abdulaziz Public Library (Riyadh, Saudi Arabia)
Unm Al-Qura University (Makkah, Saudi Arabia)
Islamic University (Madinah, Saudi Arabia)
Muslim World League (Makkah, Saudi Arabia)
World Halal Food Council (Jakarta, Indonesia)
Arabic Islamic Institute (Motoazabu, Tokyo)
Japan Muslim Association (Shibuya, Tokyo)
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◆大学院経済学研究科 ■国際経済専攻

文京キャンパス
〒112-8585
　東京都文京区
　小日向3-4-14

◆大学院商学研究科 ■商学専攻

◆大学院言語教育研究科
■英語教育学専攻
■日本語教育学専攻
■言語教育学専攻

◆大学院国際協力学研究科 ■国際開発専攻
■安全保障専攻

◆大学院地方政治行政研究科 ■地方政治行政専攻

◆大学院工学研究科
■機械システム工学専攻
■電子情報工学専攻
■工業デザイン学専攻

八王子キャンパス
〒193-0985
　東京都八王子市
　館町815-1

◆商学部
■経営学科
■国際ビジネス学科
■会計学科

★１・２年生
　八王子キャンパス
★３・４年生
　文京キャンパス◆政経学部 ■法律政治学科

■経済学科

◆外国語学部
■英米語学科
■中国語学科
■スペイン語学科

★１～４年生
　八王子キャンパス

◆国際学部 ■国際学科

◆工学部
■機械システム工学科
■電子システム工学科
■情報工学科
■デザイン学科

◆留学生別科

文京キャンパス

◆研究所

■経営経理研究所
■政治経済研究所
■言語文化研究所
■理工学総合研究所
■人文科学研究所
■海外事情研究所

■日本文化研究所
■国際開発研究所
■日本語教育研究所
■イスラーム研究所
■地方政治行政研究所

■産学連携研究センター 八王子キャンパス

拓殖大学北海道短期大学 経営経済科・環境農学科・保育科 北海道深川市

拓殖大学第一高等学校 普通科（普通コース・特進コース） 東京都武蔵村山市


